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概要：低炭素社会に向けて様々な取り組みがなされている。その中でも大きな関心と期待が集ま
っている電気自動車は二酸化炭素排出量をゼロにするだけでなく、新しい移動感覚を象徴する存
在となる。電気自動車に搭載されると予想される最新の情報通信メディアは非物理的な移動を容
易にした。さらにモバイル AR 技術は物理的なリアル空間にバーチャルな情報を簡単に「移動」
させることを可能にする。そこに登場するのは、「リアルな移動」と「バーチャルな移動」とが
融合した新しい「移動感覚」である。ただ、それらが果たしてどのような影響をユーザーに与え
るのかは分かっていない。本研究では、低炭素社会を担う若者たちの「移動」についての意識や
価値観の分析を通じてこの新しい「移動感覚」の一端を分析した。位置ゲー（location-based
games）のネット内のコミュニティの書き込みを分析したところ、「移動」と「楽しい」という
言葉が近い関係にあることがわかった。しかし、3D-AR と 2D-AR の比較についてケータイゲー
ム機を利用して分析したところ、両者の間に認められる差異は意外と少なく、有意差が認められ
た項目についても、2D-AR に比べて 3D-AR にはネガティブな評価が認められた。

Mobile AR and New Sense of Mobility
Hidenori Tomita
Professor, Faculty of Sociology, Kansai University
Abstract: There are many projects directing us toward a ‘zero carbon society’, of which the electric
vehicle is creating the most interest and expectation. It is a symbol of a new sense of mobility. Mobile
Augmented Reality technology makes it possible to easily move virtual information into real physical
space. Thus, what emerges is a new sense of mobility where the physical and virtual mobility have fused
together. However, people do not know what influence they will have on users. In this study, I studied this
new sense of mobility by analyzing the attitudes and values about the "movement". By analyzing a
community of about one location-based game, I discovered that there was a close relationship between
‘mobility’ and ‘enjoyment’. I also analyzed a comparison of 2D-AR and 3D-AR using mobile phone
games, but I found that there was little statistical significance of the mean differences between them, and
that the image of 3D-AR was more negative than of 2D-AR.
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研究成果の発表
「モバイル AR 社会における時間と空

間：AR フィギュアとリアルタイム AR をめぐっ
て」

情報通信学会第 28 回大会（於：専修大学）

2011 年 7 月 3 日
富田英典 「都市空間、ネット空間とケータイ」
、岡
田朋之・松田美佐編『ケータイ社会論』有斐閣所
収、2012 年 3 月 30 日
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